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  初めて参加した関東ブロック会議                                     

                                 新井 恭代 

2021 年 7 月 11 日、初めて関東ブロック会議に参加させていただきました。 

今回は、コロナ禍での開催という事で西東京クラブさんホストによる ZOOM での開催となりまし

た。FF で対外的な活動に参加させていただくこと自体が初めて。どのような内容なのだろうか、

とまったく想像がつかないままの参加でした。 

参加させていただき一番驚いた事は、皆さんどこからの繋がりなのだろう、と思うほど他クラブ

でありながら顔見知りであるようであった事です。それぞれが自分の所属するクラブを良くする為

に他クラブとの交流や情報収集をおこなっていらっしゃるのですね。 

コロナ禍で、他クラブもそれぞれの得意や特徴をいかし、いかに活動をしていくのかを模索し実行

に移しているお話しをうかがえたことは、埼玉クラブの良い所と足りない所を考えさせてくれたと

感じています。 

ホームページの活用、埼玉クラブと同じく周年記念を迎えるクラブの動き、これから私達も参考

にさせていただけるお知恵を沢山いただきました。これが ZOOM ではなく、リアルであればもっ

と様々な事を学ばせていただけたのではないだろうか、と正直残念な思いが強い会議でしたが、今

出来る事をやっていく良いお手本になったのではないか、と思います。ZOOM で全てが出来るわ

けではありませんが、「今できる事」を ZOOM 等を活用し、埼玉クラブの今後に繋がる活動に取り

組んでいけるよう理事として尽力させていただきたい、と改めて感じた会議でした。                    

              FF 日本のブロック、クラブ 

            
 札幌クラブ 仙台宮城クラブ グレーター仙台クラブ 
 郡山クラブ 山形クラブ 新潟クラブ 太田群馬クラブ 
 

東京クラブ 西東京クラブ 埼玉クラブ 
 Mt.富士山梨クラブ 武蔵野目黒クラブ 
 
 静岡クラブ 愛知クラブ 岐阜クラブ 三重クラブ 

奈良クラブ 大阪クラブ 京都福知山クラブ 
 
               愛媛クラブ 広島クラブ 瀬戸内広島クラブ 鳥取クラブ 

山口クラブ 福岡クラブ 大分クラブ 長崎クラブ 
熊本クラブ 
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暑気払いに参加して(25日昼、26日夜)   高堂 綾 

 

私事で２年余り FF活動に参加しておりません

が、昨年来 FF 埼玉にも COVID－１９の為に皆様

とお会いする機会もなく、この度の Zoomイベントの

お誘いで２５日１６名の方々と久しぶりの笑顔の再

会です。 対面ではなく Zoomになりますが、渡航、

受け入れで一緒に活動した絆には、力強いものが

有りイベントの短い時間の会話にも何か湧き出るエ

ネルギーがあるようで参加して良かったと思います。 

翌日の Zoom イベントには、Belgium の HIRO さ

んの参加のお知らせを知り、毎年の HIRO さんの

展覧会、Leuven でお世話になりましたこと、

Manchester の４０周年 FF 世界大会の後では、

Belgiumのお宅に宿泊させていただき、お会いした

いと思い飛び入りで参加致しました。 

Belgium の事情や外国の方々が感じる FF 埼玉

の受け入れ等、いろいろな発見がありました。 

今後、世の中が落ち着いてまた皆様と活発に活

動ができます日を楽しみに致します。 

その時まで、また Zoomでお会いしましょう。 

 

久しぶりに会えて会話が弾む（25日昼）！！    橋本 斉子 

Zoom 総会以来、久しぶりに会員の皆様に会え

てとても楽しい時間でした。出席者が揃ったら、各

自用意した飲み物と近況報告を一人一人しました。

飲み物はアルコールから緑茶まで多様でした。ま

た、カップも渡航の思い出話を交えて紹介してくだ

さったので、渡航ご一緒した方々は懐かしくうなず

いていました。FF のメンバーは共通の話題がある

のでいいですね。 

グループに分かれて、4 人になり色々な話題に

話が飛び会話が弾みました。皆さん話題が豊富な

ので時間が足りませんでした。また、機会がありま

したら参加したいです。 

 

 Zoom暑気払い（26日夜）！！       石橋 博之 

その夜は、参加者が 10名でしたが、その中に飛

び入りでベルギーのルーバンクラブに所属してい

る芸術家の HIRO 彩霞さんが参加されほぼ HIRO

さんの話が中心でした。 

HIRO さんは、普段はベルギーに在住しご主人

は東京に住みベルギーと日本を行き来しながら両

国で個展を開いているそうです。彼女の話の中で

一番印象に残ったのは、ベルギー人と日本人との

違いでした。 

日本人とイギリス人は島国なのでシャイで少し遠

回しのようですが、ベルギーは陸続きで他の国と接

している為にベルギー人は、自分の意見がはっき

りしているそうです。そして、ベルギーの中には

色々な国の人々が居るのでネイティブでない言語

は間違うのは当たり前で恥ずかしがらずにどんどん

話をしながら覚えないと現地で生活できないそうで

す。 

外 国 語

の勉強の

仕方につ

いて参考

に成りまし

た。 
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コロナ禍の中での世界の友人との交流 
                                     外山 哲代 

 

 2020 年の初めから、Covid19 が世界中に広がり始め FF 活動も多大な影響を受けている。コロナ禍中、

お世話になったホストファミリーや我が家にお泊めした方々は感染していないだろうか、またどのように過ご

されているのかが気になり、お花見の写真などを添付してメールを出すことにした。 

 ドイツ、ニューカレドニア、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどホストファミリーから直ぐにお返事が届いた。

お孫さんやお子さんたちに会えなくて寂しい気持ちは皆共通している。お庭の広い海外では、庭仕事に精

を出す方も多い。 

 ヌメアクラブ（ニューカレドニア）のホストは、私達を連れて行って下さった波穏やかなシトロン湾のビーチ

の様子を、写真に撮って送って下さった。水泳客でにぎわっていた美しいビーチが”誰もいない海“になっ

ていた事が異様に思えた。天国にいちばん近い島でもホストはマスクをして写真を撮っておられた。 

 メルボルンのホストは、ロックダウンが続き生活は 5キロ    

圏内の移動に限られていること、人口の 70％の人がワクチン 

接種をすれば解除になること、趣味で参加している創作の会 

は zoomで行い自作の小説を発表し、批評をしあっていること 

等々教えてくださった。 

 世界の友人から日常の様子やニュースを教えて頂き、私も 

日本の出来事や生活を伝えるメールでの交流は、コロナ禍の 

終息が見えずに不安な気持ちを時に和らげ、さらに親睦を深 

めてくれる。                                          シトロン湾のビーチ 

                  
  
「YOU は何しに日本へ？」との出会い 

                                       
宇田 祐子 

  

息子とヨナタン 

3 年前にちょっとした出会いがあった。当時、息子の拓哉は千葉の大学に行っていたので成田空港でア

ルバイトをしていた。そんなある日、お金をなくしたメキシコ人のヨナタンと出会ったのだった。空港内に夜

間いられる場所はないかと聞かれたのがきっかけだった。高校留学でオーストラリアに行っていた時スケー

トボードを覚えた拓哉は、スケートボードを抱えていたヨナタンとすぐに意気投合。そして翌日「YOU は何し

に日本へ？」のインタビューを受け、その流れで我が家へやって来た。ヨナタンがいた 20 日間は本当に楽

しくワクワクの日々だった。TV の力は大きくて放送後「感動した」という声が多かった。拓哉はただのアルバ

イトなのに「日本の玄関口にこんな青年がいることが誇らしい」と言ってくれた方までいた。 

半年後、拓哉と一緒にヨナタンに会いにメキシコに行った。ヨナタンは車で迎えに来てくれて運転席にヨ

ナタン、助手席に拓哉。日本の時と逆で頼もしく感じた。家へ行くとママがタコスを一緒に作ろうと待ってい

てくれて一緒に食卓を囲み、楽しい時間を過ごした。あれから 3 年。先日 TV 東京が来て、ヨナタンと改め

て繋がることができて近況を話した。画面越しに見るヨナタンは元気に頑張っていて本当に嬉しい。（実は

ヨナタン 1 月にコロナに罹ってる）人と出会うってステキだといつも思う。これからも人のつながりを大切に

FFの活動を楽しんでいきたい。 

                             3 
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私の埼玉のお勧めスポット 
西武沿線のお勧めスポットと言う事で近くの狭山

湖を紹介します。東京都の水がめとして 1927年に

完成した人造湖です。飲料水としての湖なので遊

ぶものは一切無く静寂そのものです。周囲は緑豊

かで四季折々の野鳥や草花を楽しめます。特に春

は桜が綺麗です。狭山湖は阪神淡路大震災を契

機に堤防と取水塔の耐震補強工事が実施されまし

た。貯水池の底になった所に集落が在りましたが

離村の為我が家の近所にも移住して来ています。 

狭山湖の近くには西武園遊園地、トトロでお馴染

みの八国山（映画では七国山）がありハイキングコ

ースになっています。遊園地も最近リニューアルさ

れて昭和の懐かしい街並みが再現されています。

沿線の

先には

飯能の

ムーミン

パーク

（宮沢

湖）秩

父、長

瀞など

がありま

す。日帰り旅行で是非お出かけ下さい。  

      牧野内 豊子 

 

埼玉県に住

んで 50年以

上が経ちま

す。好きな場

所や散歩や子

供達を連れて

行った場所な

どいろいろと

思い浮かべな

がら、どこが良いかと考えました。藤の牛島、リス公

園（市民の森）、秋が瀬公園、長瀞…でも近所の北

浦和公園が、行きやすさや集まりやすさで、よく行

く公園です。お花見や散歩、子供達の同窓会で親

子で集まったり、美術館に行ったり、噴水を見に行

ったり、、、いろいろと活用してます。芸術に触れな

がら、おもいっきり遊べる公園です。 

一緒の公園だと思っていた南側に浦和北公園が

あり、60歳以上の方が使えるテニスコートや会館、

浦和伝統文化館 恭慶館があります。テニス、ゲー

トボール、お茶会等も楽しめるようです。四季折々

楽しめて、まとめて一周すると良い散歩コースで

す。                   神谷 千春 

 

私は車も自転車もバイクもやめました。歩くと細かいことに気が付きます。私のお勧め

スポットはバラ祭りで有名な与野公園です。写真で説明します 

                                 4 

狭山湖 

北浦和公園 

与野公園 

山林道ハイク気分    カメさん、鯉さんに癒されて 七福神の 1人（寿老神）   近くに素敵なレストラン 

 

 

 

春は桜、バラの公園と云われる位バラの種類が多く、バラ祭りの時は苗の販売やパフォーマンスがあ

ります。コロナが終息したら一日ゆっくり過ごすのも良いかも!!                小川 幸子 
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私が生まれ育った久喜市(旧

鷲宮町)のシンボルと称される、

鷲宮神社を紹介させて頂きま

す。鷲宮神社は、出雲族の草創に係わる関東最古

と云われている神社です。特に皆様にご紹介した

いのが、土師一流催馬楽神楽(はじいちりゅうさい

ばらかぐら)です。年に 6回の奉演日があり、以前、

昭和天皇がお越しになったことが有りました。 

 また、厄難消除、交通安全、家内安全などの御

神徳も有り、私も子供の頃は受験の折りに行って

いました。大人になってからも、車の購入時、子供

の出産時など、人生の節目節目の折りには、幾度

となく祈願に参りました。 

 コロナ禍になってからはお正月三が日の初詣は

行けませんでしたが、以前の初詣は、近隣から大

勢の人々が、年末から鳥居の外迄行列が出来るほ

どの混

雑でし

た。私

もその

中の一

人で、

夜中の

三時迄

並んでヘトヘトになって家路に着いた思い出が有

ります。70歳近くなった今の私には体力的にとても

出来ませんが。 

 いつ終息するかわからないご時世ですが、感染

に気をつけて皆様とまた出掛けられたら良いです

ね。クラブ内交流！？しましょう。                               

宮城 利枝子 

 

野村萬斎

主演「のぼう

の城」に映画

化された忍城

は、足袋の産

地でもある行

田にありま

す。行田は池

井戸潤原作の「陸王」の舞台にもなっています。 

城は戦国時代、上杉氏配下の豪族成田親泰が

築城したとされ、関東七名城の一つに数えられて

います。この城は、秀吉の時代、石田光成が水攻

めで攻めても果敢に耐えたことから別名浮き城とも

云われています。 

行田には他にも観光名所が幾つもあります。時

間に余裕があれば足を伸ばして埼玉古墳群、古

代蓮の里、世界最大の田んぼアート等ありますの

で歴史探訪と散策にはお勧めです。 

 

高麗神社は県の中南部に位置する日高市にあ

ります。 

天智天皇（666）年の治世の頃、朝鮮半島では

高句麗、百済、新羅の三国が鼎立していた頃、高

句麗は外交使節団として王族である「武若光」を 

大和朝廷へと派遣していました。その後、高句麗

は滅亡しましたが、大和朝廷は高句麗人 1799人

を武蔵国に移し「高麗郡」を創設しました。 

「武若光」は郡内の高麗人をよく指揮し、未開の

地を開発したので郡民はその徳を偲び、高麗郡の

守護神としました。近代に至り、政治家、文学者、

歴史家らが多

く訪れ参拝

後に内閣総

理大臣に就

任した政治

家が相次い

だことで「出

世明神」とも

称されます。また、安産、初参り、七五三等、人生

儀礼での参拝も多いそうです。       

堀切 京子                   

鷲宮神社 

埼玉県民なら一度は訪れたい忍城址！ 

 

高麗神社（こまじんじゃ） 
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 FF オンラインイベントから 

日本の文化を発信 Music festival を拝見して       大熊 幸雄                           

FFJにより Music festivalが 8月 30日夜 8時から開催され、世界中から 80名近くの参加がありました。 

音楽のパフォーマンス、ウェスタンミシガンクラブの歌いながらのプレゼンや日本文化である落語、染色

のアートワーク紹介が、１時間を超えて披露されました。私は、参加しませんでしたが、道江事務局長のメ

ール配信を受けて翌日の朝、録画を拝見しました。 

その中で、私が２０１３年ヨッシー西村とホームスティしたメルボルンのヴァレリー（以下、ヴァル）とジョン

（フォード家）の懐かしい顔を確認しました。ヴァルは当時のＥＤでした。その後、２０１９年５月、ヴァルご夫

妻、娘夫婦が来日したとき、浅草、渋谷を案内しましたが、その時、東京クラブの水野正夫、幸子ご夫妻と

ご一緒でした。水野ご夫妻もフォード家にホームスティしています。 

今回、その水野幸子さんが珍しいドイツのたてごとを演奏し、ジブリの曲を美しい声でうたってくれました。 

 また、Western Michigan Clubのプレゼンは、This Land is Your Land の歌詞をミシガン風に書き替えた

工夫があり、風景のスライドは大変きれいでした。 

 ２月にはスイス、ソロツルンと広島クラブの ZOOM会議を拝見しました。 

コロナ禍にあって、このようなイベントは、フレンドシップ・フォースの連帯を再確認するとともに、有り難く

楽しいものです。 

 

 

 

     ジョン    ヴァレリー               水野夫妻 

 

思いもよらぬ人の発見                   原田 史 

 今年の 2 月 24 日に FFI のポータルサイトに関するオンラインのウエブセミナーがあって、三好さんのお

誘いで、静かに（！）参加しました。主に米国などの会員が、ポータルサイトの案などについて質問している

のを、少しは聞き取れるなあと思いながら聞いておりましたら、2011 年 8 月にハンブルクで開催された世界

大会でお会いした女性が登場して、名前が表示されて思い出し、彼女のクラブ名も判明したのです。 

 運のいいことに、去年秋の受け入れの話しが途中まで進んでいたアイオワのクラブの会員で、その後、

ACの方からメールアドレスをお聞きして、10年ぶりの交流も可能かと嬉しくなりました。 

                                           6 
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   会員おしゃべりコーナー 

偶然は重なるもの 

１． 2 年前、石井友美さんから食べられる花オクラの種をいただいた。昨年、黄色い大きな花を沢山つけ
た。その種を畑を持っている友達にあげた。今年その友達が”花オクラ、こんなに沢山咲いたのよ“とスマ
ホを見せてくれた。うれしかったので石井さんのメールが残してあったので、その事をご主人に伝えた。
その時、気がついた。私が種をあげた友達の名も石井さんだった。結局、私を通して石井さんから石井さ
んに渡ったのだ。 

  私達の体操グループに最近、川田さんが加わった。その時は正座が出来なかったが最近、正座が出来
る様になったとうれしそうに話してくれた。私もうれしい。体操グループつながりは実り豊かだ。 

２． 最近、運動不足になったので、高校時代からの親友が通っているジムに通うことにした。通い始めて、
パウダールームで彼女と会った。一応“さよなら”と言ってロッカーに戻り、着替えをしていたら彼女が又、
私のそばに来て、”私のロッカーはあなたの下よ“。こんなに沢山ロッカーがあるのに偶然だった。その後、
何度も同じ事がおきる。その彼女とは私の実家のお墓と彼女の実家のお墓が同じお寺さん、まして同じ
列の３つはなれているだけ。考えてみたら、勤めた会社も同じ、容姿も良く似ていると言われ、兄同士も
知りあい、彼女は仙台生まれでも、前世は姉妹だったかも知れない。 

３． 最近プールで知り合った方が、着替えていると、“お先に失礼します”と声をかけてくれた。  その後、
玄関の所で帰りが一緒になった。私が”お車ですか？“と聞くと”30 分位で来ます”と答えた。私は”浦和
からなので電車で来ています。“と言ったら”私も浦和ですので、お送りします“と言われ、助手席に座っ

た。少し話しを始めたら突然、兄の名前が出てきてびっくり！その方の御夫婦と兄夫婦その他、何組か
で毎年、数回旅行しているお仲間の奥さんで、彼女が旅行の計画をたてていると兄から聞いていた。  
びっくりしたところで、車は出発した。 

 
 

     16年前の渡航の後の一人旅とケンブリッジの夜 
  

 
「こんなに素敵なクラブがあったなんて！」とお仲間の一人が言っていま

した。FF 埼玉はそんなクラブですね。 
私は 2005年のハートフォードが渡航のデビューでした。初めての素晴ら

しい交換が終わり、１人でロンドンに２泊。日本でも１人で旅行はしたことも無
く、初めての１人旅でした。ホストが１人でも楽しめる様にとロイヤルバレー団
ロミオとジュリエットと次の日はジャズコンサートのチケットを取ってくれまし
た。本場のバレーは本当に素敵！でも、8時過ぎ、ホテル迄真っ暗な公園
の中を小走りで帰りました。ホテルの初日の部屋は地下のボイラー室の隣で
一晩中、ボォーと点火していて眠れませんでした。翌朝思い切ってフロント
に行き、つたない英語で交渉してみました。何でもやってみるものですね！
ベットが３つのバルコニー付きの景色の良い部屋に変えてくれました。やっ
た！朝食は韓国の姉妹と冬ソナの話をしながら。                             渡航のしおり 
帰りの飛行機のシートに座ってホット一息。あぁこれでやっと日本に帰れる。      

もう 1度はレスターの交換の後、ケンブリッジの友人を訪ねました。再会の楽しい 3泊でした。日本料理

レストランでお寿司をご馳走になりました。イギリス人のオーナーがわざわざ自信ありげに感想を求めて挨
拶に来てくれました。やっぱり日本で食べるほうが美味しい！とは言えなかった。  
世界の人と友達になりたいと言う子供の頃の夢を６０歳を過ぎてかなえてくれる FFは本当に素晴らしい

クラブだと思います。  

新井 ミキエ 

 

岩崎 倉子 
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 Greater Cincinnati Club を来年 3 月に受け入れたいと準備を進めてきました。ホストを引き受け

てくださるみなさまがいて 20 名受け入れが可能です。パーティーなど各担当者からも快諾いただ

き、あとはコロナ感染状況だけと発表される数字をずっと注視してきました。一方で、Kiev と

Halle/Saale クラブ連続訪問は、途中に魅力的な訪問地を入れた有意義な計画がたてられそうと心

を躍らせています。 

10 月 17 日（日）久しぶりに受け入れ関係者と理事会メンバーが顔を合わせ、日本、アメリカ、

世界の感染状況を考慮し、2023 年に再割り当てを希望する旨の申請をすることに決定しました。

安心して十分な交流が楽しめる条件が整うことが判断基準になりました。これだけの交流ができる

のは、FFI という組織と埼玉クラブ員の熱意あってのことです。私たち全員が心身ともに活力ある

状態を維持し、コロナに負けず世界の人々と共に生きることを楽しみたいですね。 

 

今後の予定 

2021年 11月 23日 

（火・祝） 

10：00 理事会 シーノ大宮 7Ｆ 講座室 1（The Friendship Force of Saitama）   

午後 シーノ大宮 5Ｆ 講座室 1（Friendship） 

 12月 19日（日） 10：00 理事会 シーノ大宮 7Ｆ 講座室 1（The Friendship Force of Saitama） 

午後 桜木公民館 シーノ大宮 5F 

講座室 1（ Friendship） 

2022年 1月 16日（日） 10：00 理事会 シーノ大宮 7Ｆ 講座室 2（The Friendship Force of Saitama） 

午後 シーノ大宮 9Ｆ 学習室 1（スマイルさいたま） 

 1月 30日（日） 10：00 2022年度 年次総会 

  With You さいたま（ザ・フレンドシップ・フォース・オブ・埼玉） 

知ってました？  さいたま市の日本一 

先日、テレビ番組「アド街ック天国」で埼玉県のことを取り上げていた。政令
指定都市で食べ物の消費量日本一のものとして、さいたま市はなんとプリンが日
本一（2019 年）。いくつかの有名な洋菓子店が紹介され、プリン専門店もあった。 

調べてみたら、他にはグレープフルーツの消費量も日本一。皆さん、そんなに
プリンやグレープフルーツ食べてます？ 
またさいたま市は政令指定都市の幸福度ランキング全
国 1 位ですって。おいしいものを食べて家族にも友達
にも感謝しながら、自分の置かれた環境の中で幸せだ
なー、と思う人たちが多いのでしょう。これからもど
んどん埼玉の人気が上がりそう。 

 

編集後記 

今年 2 回目の広報紙作成に向かい

ZOOM会議が開かれました。一人でも多く

の会員に登場していただきたく、記事内容

を工夫。「私の埼玉のおすすめスポット」は

30周年記念誌の試作も兼ね、遠出が困難

な中、身近ではあるが本人や家族にとっ

て大切な場所を選んでいただきました。 

どの記事もその人となりを思い浮かべな

がら読んでいただけたら幸いです。 

「会員おしゃべりコーナー」は次号も続きま

す。                  (K・H) 
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